COVID-19関連論文、および在宅学習支援ツール一覧
2020年6月23日更新
JMLA/JPLA学術情報コンソーシアム委員会作成
＊追加以外は2020年4月30日の情報です。無料公開期間、手続き方法は、それぞれのサイトでご確認ください。
作成に当たっては、各社からの情報のほか、慶應義塾大学メディアセンター、東邦大学メディアセンター、日本医科大学図書館の
COVID-19関連サイトを参照させていただきました。

出版社/ベンダー/学会/研究機関

サービスリンク(クリックでサイトに移動）

AAAS (Science)

COVID-19関連News及び論文の掲載

ACP

COVID-19ガイド

AMA

COVID-19関連News及び論文の掲載

American Society for Microbiology

COVID-19関連情報

BMJ

COVID-19関連論文の無料公開

備考（期限等）

COVID-19関連論文の発行
CAS（ACS）

COVID-19の治療およびワクチン開発をサポー
トする物質データの無償公開

Cell Press

COVID-19関連論文の無料公開

Clarivate Analysics

COVID-19関連情報の公開サイト

Cochrane library
EBSCO

COVID-19感染に伴う重症呼吸器感染管理向け
レビュー集
COVID-19関連論文の無料公開
新型コロナウイルス・インフォメーションセン

Elsevier

ターに最新の医学研究成果の情報集約，
COVID-19関連の無料論文公開
2020年6月16日追加

ExLibris

bX Recommender
Covid-19 Top Viewed Articles

informa

2020年5月8日追加

新型コロナウイルス最新情報

JAMA

COVID-19関連論文の無料公開

JoVE

COVID-19に関する各種実験ビデオを無料公開
COVID-19関連論文の無料公開

Karger

2020年5月26日追記

協会(委員会)に支援のお申し出あり

「KargerLEARN@home」2コース無償提供

2020年5月31日まで→6月30日までに延長

コース1：受理される論文の書き方

申込方法はJMLA主任メールまたはJPLA

コース2：学術誌に投稿するー論文執筆者が知ってお 会員メール参照
くべきこと
2020年6月16日追記
メディカルハンドブック誌リースFast Factサイトラ
イセンス 期間限定無償提供（リンクなし）
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協会(委員会)に支援のお申し出あり
2020年10月31日まで→12月31日までに
延長
病院部会会員限定

Lancet

COVID-19関連論文の無料公開

Mary Ann Libert

COVID-19関連論文の無料公開

NEJM

COVID-19関連論文の無料公開
COVID-19関連論文の無料公開

OUP

2020年5月8日追加

協会(委員会)に支援のお申し出あり

ジャーナルコレクションと医学系オンライン製品

60日間（申込締切6月30日）

（Oxford Medicine Online，AMA Manual of Style第 申込方法はJMLA主任メールまたはJPLA
11版）トライアル（リンクなし）

会員メール参照

SAGE

COVID-19関連論文の無料公開

Springer Nature

COVID-19に関する情報サイト

Taylor&Francis

COVID-19関連論文の無料公開

Thieme

COVID-19関連論文の無料公開

Wiley

COVID-19の最新研究に関するサポート情報

WHO

COVID-19関連情報
COVID-19関連論文の無料公開

Wolters Kluwer
海外学術出版各社

遠隔学習リソースの期間限定無償提供
Links to COVID-19 Resources
今日の治療方針

オンライン診療の手引き

2020年5月26日追記

医学書院

「系統別看護師国家試験WEB法人サービス フルプラ
ン」「eナーストレーナー」無料公開、フル機能版追
加。新型コロナウイルス対応特別価格設定。

医学部医学科向けの著作物利用許諾契約（無償
許諾）
医歯薬出版

60日間無償アクセス提供(要申込)

コロナウイルス関連論文 無償公開

協会(委員会)に支援のお申出あり
2020年6月30日まで
協会(委員会)に支援のお申出あり
2020年5月31日まで→6月30日までに
延長

2021年3月31日まで
2020年6月30日まで

「教育と研究の未来」
紀伊國屋書店

新型コロナウィルスに関する文献情報の他，学 協会(委員会)に支援のお申出あり
習支援プログラムなどの情報を提供

皓星社

コクラン・ジャパン

国立感染症研究所

雑誌記事索引データベース

ざっさくプラス」 2020年5月31日まで

無償公開

終了

コロナウイルス（COVID-19）−

コクランの

リソースとニュース
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 関連情
報ページ

国立研究開発法人国立国際医療研究セ 新型コロナウイルス感染症に関する情報提供サ
ンター図書館

イトのまとめ

サンメディア

F1000Prime

COVID-19関連論文
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ジーサーチ

東京都感染症情報センター

「JDreamⅢ検索サービス」および「JDream
Expert Finder」無償提供

2020年5月29日まで

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）医療
関係者向け情報

東邦大学医学メディアセンター／医学 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関
中央雑誌刊行会

連するガイドライン
新型コロナウイルス感染症予防のための遠隔授
業における小社出版物の利用について
2020年6月2日追記

南江堂オンラインジャーナル法人サービスの無
南江堂

償提供

（リンクなし・備考欄参照）

協会(委員会)に支援のお申出あり
JMLA AB会員向け(4/8主任ML)
2020年5月31日まで→6月30日までに
延長

(申込期限4/13終了)

「基礎から学ぶ医療関連感染対策（改訂第3版），坂 2020年5月30日まで
本史衣著」の一部無償公開

医学部医学科向けの著作物利用許諾契約（無償

日本医学放射線学会
日本医事新報社
日本ウイルス学会
日本疫学会

許諾）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連
する情報
「新型コロナウイルス」関連コメント
2020年5月26日リンク先変更

新型コロナウイルス感染症について
新型コロナウイルス関連情報
2020年6月23日追加

日本医書出版協会（JMPA）

新型コロナウイルス関連無償コンテンツ
JMPA会員各社が無償で公開している書籍・雑誌・情
報などを一元的にリスト化

日本感染症学会
日本環境感染学会
日本救急医学会
日本呼吸器学会
日本集中治療医学会
日本循環器学会

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への
対応について
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への
対応について
COVID-19関連 最新情報
新型コロナウイルス感染症に関する対応につい
て
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）関連
情報
循環器に関連するCOVID-19の情報
2020年5月26日リンク先変更

日本小児科学会

「小児の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）患
者の臨床的な特徴」および「新型コロナウイルス検
査適応（日本小児科学会の考え方）」
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終了
2021年3月31日まで

日本小児リウマチ学会

日本神経学会

小児リウマチ性疾患の患者さん・ご家族向けQ
and A
新型コロナウイルス(COVID-19)への対応につ
いて
2020年5月26日追加

日本腎臓学会

腎臓病診療における新型コロナウイルス感染症
対応ガイド

日本透析医学会

日本糖尿病学会

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連

新型コロナウイルス（COVID-19）への対応に
ついて （Q&A）
新型コロナウイルス感染症（COVID-19)診療

日本プライマリ・ケア連合学会

所・病院におけるプライマリ・ケアのための情
報サイト
2020年5月26日リンク先変更

日本臨床救急医学会

（消防機関による対応ガイドライン）新型コロナウ
イルス感染症の拡大に伴う心肺停止傷病者への対応
について

日本ワクチン学会

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対
するBCG ワクチンの効果に関する見解
新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）および新

バイオサイエンスデータセンター

型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関す
る研究データ・リソース
2020年6月16日追記

丸善出版

医学・看護系の映像教材配信サービス「EVO」
期間限定無料提供

丸善雄松堂

合、7月31日まで延長

新型コロナウイルスに関して各出版社から無償
提供されているコンテンツ等

メヂカルフレンド社

看護学習誌無料公開

メディカ出版

COVID-19院内向け指導ツール

ユサコ

新型コロナウイルス関連情報

ライフサイエンス出版

2020年6月30日まで→申込済みの場

2020年5月31日まで
終了
他

新型コロナウイルス・肺炎・呼吸器感染症の関
連ページ無料公開
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